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「ハイライン」から「グリーンライン下北沢」へ 

わたしたちも、夢を紡ぎたい 

 ２００５年 ハーバード大ＧＳＤがスタジオで下北沢をあとち利用を含めての提案。 

 海外では、ハイラインが話題と知る。ブラジル・クリチバ市元市長ジャイメ・レル
ネル氏も下北沢を来訪。小田急線地下化後が国際的にも大変に稀有な公共空
間となることが示唆される。レルネル氏からは高架での利用案が提示された 

 ２００６年 ＮＹにジェーン・ジェイコブスの街とハイラインを取材。 

 ２００７年 その原型となったパリのプロムナードを取材。ＮＹに工事中の取材。 

   ８月終わりより「小田急線あとちを考える会」 立ち上げ準備会開始。 

 「あとちの会」０８年１月設立。《下北沢でも提案型の市民参加をしたい。新しい公共空
間について、色々と議論やイベントを盛り上がりながら考えていくことができないか》 

 ２００８年 ５月にＮＹを再取材。７月１３日号 「読売ウイークリー」にてエール大大学院
 下北沢駅舎スタジオと共に、ＮＹのハイライン、パリのプロムナードを紹介。 

「あとちの会」では、ワークショップなどを重ね、世田谷区の市民案公募 

 ２００９年 ６月９日 ハイライン・第１期工区がオープン （０８年９月リーマンショック） 

 ＊２０１１年 ６月８日 ハイライン・第２期工区がオープン  

    ６月 「小田急線あとちを考える会」が「グリーンライン下北沢」へ。 

    ８月にハイラインを取材。      



 



 

全長１．５マイル＝約 ２．４キロ  

ただし、第３工区（０，８キロは未定） 
第１期＋２期＝約１．６キロ  

第３期 



 

２．２キロ＝約１．３７マイル 

実質的には、２キロ弱 

ＮＹのハイラインと小田急線地
下化は、ほぼ同じくらいの距離 



 １ 

Hudson River 

 

ハドソン川 

Access 出入り口階段マップ 
 

ハイラインは、車いす完全対応です  

14th Street (elevator access)  

 

30th Street (elevator access) 

28th Street  

 

16th Street (elevator access) 

18th Street  

 

20th Street  

26th Street  

 

23rd Street (elevator 

access)  



 



 

ハイラインの南端。工場があるビル内にそのまま
入っていく鉄道だったが、公園化前に、前のビルに
つながっていた線路は切断されてこんな風に。 



 

ハイラインが通ってい
たところがふさがれて 



 

ハイラインをまたぐように
ひとつだけホテルが作ら
れました。 



 

ホテルの下には素敵
なカフェがオープン 





 

もともとは食肉工場などがあったエリアですが、高
級ファッション店などもオープンしてエッジがきいた
文化発信エリアに。 



高さ１０ｍのハイラインにのぼって
いく階段です。９か所に出入り口 





 

専属ガーデナーが植物の手入れ
をしています。 



 

ハドソン川を臨む気持ちのいい空間 





 

食肉工場に入っていく 

ところにはフックが残されて 



 



 

公園化される前放置されていたとき
の写真と今の場所を比較して 



 

掃除をする専属のスタッフ。そのカー
トがカッコいいこともだいじ。 



 



 

線路はいったん全部はがして
色々再利用。 



 



 

水があるエリアは子供たちに 

人気です。 



 

West 15th Street   

オーガニック・カフェも
中にあります。 



 



 

地域の人たちが参加するさまざまな 

イベントが企画されています。 





 



 



 

もともとあった構造を利用。劇場のように階段状
の椅子席とスクリーンのように窓が作られました。 



 



 



 



 



 



 

線路がところどころに 

配置されてかつての面影を 



 

ジョギングをする人も。観光客と 

地域の人が一緒に楽しんで。 



人々がハイラインに望んだのは 

 自転車を走らせないでほしい 

 商業活動があまりないほうがいい。。。など 

そこで「ハイライン友の会」が考えたスローガンは 

Keep it simple   シンプルで、 

Keep it wild 野生的で、 

Keep it quiet  静けさがあり、  

Keep it slow  ゆっくりであること。 

公園が成功するにはジェーン・ジェイコブスの考え方も有効 

さまざまな人たちが、さまざまな場所から、さまざまな理由で、 

さまざまな時間にやってくること。  

   

“HIGH LINE The inside Story of New York City’s  Park in the sky “ より翻訳引用 



 



 



 

アート作品の巣箱 



 

自生していた植物の種もまかれ
てかつての様子も再現 



 

ベンチにも舞台にもなる場と芝生の空間 



 

夜も１０時までオープンで、
ピクニック。 



 



 

夜の散歩にも楽しい空間。 

額縁のように町を切り取っ
てみるフレイムも 



 

終点、降りたところにはロー
ラースケート場。 

日本企業のユニクロ提供。 



 

終点には 

ビアホールも 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８４７年  路面電車が運行されたが、あまりに交通事故が 

頻発。カウボーイが列車を先導していた時期も。 

 
１９３４年 現在残されている路線での鉄道が開通した。 

直接、工場の建物に入って牛乳、肉などを運びこんだ。 

 
１９８０年  列車の運行が中止へ。 

 
１９８０年代半ば～  土地を有効利用すべく路線を撤去を希望する地主グループ
もあったが実現せず、一方、鉄道の運行を再開する訴えも一部住民からあった。 

 
１９９９年  ヨシュア・デイビッドとロバート・ハモンドが、ハイライン撤去の
説明会で出会う。二人は撤去せず、公園のようにできたら素敵だと思っていたとこ
ろ、パリの高架鉄道跡地の「プロムナード」を見て実現可能と確信。パブリック・
オープンスペースとして使うことを主唱して「ハイライン友の会」を創設。 

 
２００１－０２年 二人は賛同者を増やし、“公共空間トラスト”のフェローシップを
得て、建築家のキャセイ・ジョーンズが「ハイライン友の会」と協力。再生計画の
調査・報告書が作成された。この調査結果をもとに、ハイラインを保存再生して利
用しようという運動への枠組みが作られることになった。 
 
 

 

 
 
 

 
 

ハイライン《Ｈｉｇｈ Ｌｉｎｅ》の歴史 

http://www.thehighline.org/about/high-line-history  
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http://www.thehighline.org/about/high-line-history
http://www.thehighline.org/about/high-line-history
http://www.thehighline.org/about/high-line-history
http://www.thehighline.org/about/high-line-history
http://www.thehighline.org/about/high-line-history


 

 

１９６９年、パリから東部郊外、バスティーユとヴァンセンヌへの鉄道が地下
鉄の開通により、約４キロにわたり廃線に。高架鉄道の跡地、様々な調査を
経て、パリ市都市計画局は、プロムナードにすることに。９８７年には計画が
策定、工事は延々と。すでに初期工区は緑多い散歩道。 
http://yurika-net.sakura.ne.jp/round_trip/roundtrip_16.html 

 



プロムナード計画を担当したパリ市都市計画室のピエール・ミケローニさん。 

実は、数人で担当した企画だったとのこと。高架下を若い職人や芸術家のた
めのスペースにして伝統工芸を継続させたいという計画は大変にうまくいっ
たと喜んでます。NYのハイラインにつながったとはと、びっくりされて・・・  



パリとＮＹの二つの方向・・・ 

２００２年にＮＹ市長がマイケル・ブルームバーに変
わって 

  

 パリでは、「すでに行政自身が“市民派”になっているから、
市民は闘わなくても緑を増やしていく環境にある」ということ
で、市民運動なく、あっさりと実現した緑の「ブロムナード」。 

 しかし、ロバートとヨシュアは、「パリのプロムナードのような
普通の公園には決してしたくない」と、奮起！ 

 そして、ハイラインでは、デザインコンペをすることに。 

 かかる費用も市民団体がかなりを負担。ドネーション（寄付）
文化のアメリカ。その代わり、インディペンデントに色々な企
画を考え、盛り上げて・・・ 

   

 
２００３年１月～７月 ハイライン再利用のアイデアを競うオープンコンペを開催。
３６カ国７２０人の応募者があり、数百のプランをグランド・セントラル・ステー
ションに展示。この会をきっかけに、ニューヨーク市から予算が１５．７５ミリオ
ンドルついた。市長が変わって、すぐにサポートされることになった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The Challenge 

 わたしたちは、新しい公共空間がニューヨーク市に１．５マイルにわたっ
て創りだされることをコンペに応募して下さる皆さんと目指すのです。 

 ハイラインが実現するためには、政治的に、法的に、財政的に様々な困
難がありますが、コンペに参加して下さる皆さんこそが、多くの市民と社
会に、ハイラインがいかに独自の魅力的な場になるかを伝え、私たちに
高いハードルを越えるパワーを下さるのです。 

 ビジョンとデザインを創りだしニューヨーク市に、ハイラインがどれほど素
晴らしい公共空間となるかをどうぞ示して下さい。  

 （Friends of High Line  http://www.thehighline.org/competition/original/index.htmlよ

り翻訳引用）   こちらのサイトで応募案をすべて見ることができます。    

 

http://www.thehighline.org/competition/original/index.html


Name: 

Nathalie Rinne  

 

 

Firm/ 

Affiliation: 

City / State: 

Vienna  

 

Country: 

Austria  

Team Members: 

Map design and 

map concept 

by Kathy Forer  

 

 

Citation: 

Winner  

 

 



Name: 

Robert 

Huebser 

Firm/Affiliati

on: 

Kunsthochschu

le Berlin-

Weissensee  

 

City / State: 

Berlin  

 

Country: 

Germany  

 

Team 

Members: 

Benjamin 

Haupt  

 

Citation: 

Winner  

 

 



Name: 

Takuji Nakamura  

 

 

Firm/Affiliation: 

 

 

 

City / State: 

Tokyo  

 

Country: 

Japan  

 

Team Members: 

 

 

 

Citation: 

Access Award  

 Hiroshi Nakamura & NAP Co., Ltd. 

Establish : July 28, 2003 中村拓志 

 



２００４年３月  ハイライン友の会とニューヨーク市が一緒にデザインチーム
の選択をすることになり、夏にはコンペの開催。 ＮＹ市から５名の委員、ハイ

ライン友の会からは４名の委員、ほか１０数名の委員で５２チームから４チー
ムを選抜。最後の決定権は、「ハイライン友の会」にゆだねられた。 
  

 James Corner Field Operations and Diller Scofidio + Renfro  

 

 Zaha Hadid Architects with Balmori Associates, Skidmore, Owings & Merrill LLP, and 
studio MDA  

 

 Steven Holl Architects with Hargreaves Associates and HNTB  

 

 TerraGRAM: Michael Van Valkenburgh Associates with D.I.R.T. Studio and Beyer 
Blinder Belle  
 

 １０月、最終的に選ばれたのは James Corner Field Operations,  

ランドスケープ・アーキテクト 

 Diller Scofidio + Renfro, 建築設計事務所 

 

 園芸専門家、技術者、秘書, 施設維持の専門家、パブリックアート専門家ら。  
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Zaha Hadid Architects 

  With Balmori Associates, Skidmore, Owings & Merrill LLP, and studio MDA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TerraGRAM: Michael Van Valkenburgh Associates 

 with D.I.R.T. Studio and Beyer Blinder Belle 

 



JAMES CORNER FIELD OPERATIONS AND DILLER SCOFIDIO + RENFRO 



２００５年４月 ＮＹ近代美術館（ＭｏＭＡ）で 基本デザインの展示会を開催 

James Corner Field Operations and Diller Scofidio + Renfro   

 

 ＭｏＭＡでの展示会により、いつか、ハイラインが公園化されるということ
が、本当にあり得ることだと世間の人に認知されるようになった。（最新刊
「Ｈｉｇh Ｌｉｎｅ」でＪｏｓｈｕａ とＲｏｖｅｒｔの発言より） 

 大人気で、３か月の予定が６カ月に延長。ＮＹでは、ともかく、ハイラインと
いえば、「ＭｏＭＡで見たわよ」という会話が飛び交って。 

 

 ２００５年１１月 鉄道会社（ CSX Transportation）がニューヨーク市に構造

物としてのハイラインを寄付することで契約が成立。翌年には、工事予算
が成立。 

 ２００６年４月に第一期工区工事開始。鉄橋補強、線路をはがす作業から。 

  １０月 ハイラインの原風景を再現するために、工事が始まっていないエ
 リアで、ボランティアグループが原生植物の種を採取。 

 ２００８年 土を入れ、歩行者通路をつくり、植栽の仕事が始まる。 

 ２００９年 ６月 第一期工区の完成・オープン。 

 

 

 

 

 

 



ハイラインがあるチェルシー地区は、倉庫や工場街からギャラリーの街になっていました。 



小学校にもアートがあふれて 



まだ工事が始まっていない２００６
年に訪れたときの写真。ハイライン
の構造物はさびだらけでボロボロ。
でも、ちょっとアートがあったり。 



ジェーン・ジェイコブスが暮らした家 



１９３０年代以来、１度しか塗り
直しがなかったペンキ 

⇒ １５色のを試し塗りして検討 

現在は、「Greek Black」 





３期工事区のエリアで、こちらには大きなビルが建つ予定に 



工事中の２００８年に訪れたときの南端。階段付近。 



 

ミキサー車がいたところと同じ場所を２０１１年に撮影 



 

「ハイライン友の会」は基金を募るためにさまざまなイベントを開催。 

寄付をしてくれた人たちを工事が始まる前のハイラインの上でポートレート撮影。 



 



 

ハイライン友の会のセミナーなどの利用される元工場の建物。 



 

２００８年５月に訪れたときには、ハドソン川の波から色が変わるステンドグ
ラス作品の発表会で、アーティストのスペンサー・フィンチ自身が説明を。 



 

地域の方たちが、こんな感じで集まっての発表会。 



発表会の会場でお会いした
「ハイライン友の会」 
代表のロバート・ハモンドさん。 

共同代表の、ヨシュア・デイビッドさんと。 

http://www.thehighline.org/ より 

http://www.thehighline.org/


Park Rules 公園ルール 

Park rules prohibit: 公園でやっちゃいけないこと 

      

 鉄道線路や砂利、植物の上を歩いてはいけません。 

 植物のお花を摘んではいけません。 

 ものを投げてはいけません。  

 ハイラインの構造物の上に、座ったり よじ登ってはいけません。 

 自転車は通行できません。 

 ローラースケート、スケートボードなどをやってはいけません。 

 許可なくアンプで大音響をだしてはいけません。 

 勧誘してはいけません。 

 許可なく、物を売ってはいけません。 

 ゴミを散らかしちゃいけません。 

 出入り口や通路をふさぐようなことをしてはいけません。 

 アルコール飲料を許可なく飲んではいけません。 

 鳥やリスに餌をやってはいけません。 

 

 犬のお散歩は禁止 
ハイラインで犬のお散歩はできません。歩けるところが限られていますし、 

  おしっこが植物に影響をおよぼすからです。      

    （ http://www.thehighline.org/   より 高橋ユリカ・訳）  
 

 

http://www.thehighline.org/より
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ハイラインの運営 

 工事費用は、ほぼニューヨーク市と連邦政府が負担したが、完成後
の維持費は、９０％（当初、７０％）を「ハイライン友の会」が寄付金で
運営。アメリカでは、「基金集め」専門家もいるほど違う文化。 

 

 ３０名のＢｏａｒｄ＝運営委員会、 １０名の名誉委員  

ほかに「ハイライン友の会」外委員が ５名＝ ニューヨーク市長代理、 

 ニューヨーク市 都市計画コミッショナー（＝副市長のような立場） 

  公園コミッショナー、財政コミッショナー、広報コミッショナー 

 

 掃除、メンテナンス、庭師、事務運営、基金集め、プランニング、広報、 

料理（例えば、フードカーの許可など=ハイラインらしいオリジナルさから
選定）教育プログラムなど、有給スタッフは約５０名。 

 そのほかに、ガイドボランティア（１４名）、園芸ボランティアなどさまざ
まなボランティアが参加。 

 



http://www.thehighline.org/ 

季節に応じてさまざまなイベントを開催。 

地域の人たちが集い楽しむ場になって。
写真およびタイトルは 

http://www.thehighline.org/ より 

夏には、ライブミュージッ
クでのダンスパーティ。 

 

秋には、みんなで温かい 

スープを食する会を長い 

長い特製テーブルで。 

http://www.thehighline.org/


 

案内をして下さった、ハイラインの近所に住んでいるボランティアのケンとアビー。 

彼女たちと、下北沢、そして、将来のグリーンラインをご案内することを約束して。 



Ｆｒｉｅｎｄｓ ｏｆ Ｈｉｇｈ Ｌｉｎｅ より  

http://www.thehighline.org/design/hi

gh-line-design 





まちづくり・建築     アート 
         カルチャー系 ・ワークショップ 

・セミナー／勉強会 
・シンポジウムなど 

 
・アート・カルチャーイベント 
・ピクニッククラブなど 

 

デザインチーム 
・トータルデザイン  
・ＷＥＢ／チラシ 
ソーシャルメディア 

みんな 
 できること 
   関心ある 
 こと 

     

 

グリーン系  

苗木の植樹 

農地利用など 

 


